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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 24,718 △35.1 390 △77.2 565 △69.9 329 △70.6

2020年3月期 38,090 2.7 1,711 73.3 1,875 62.0 1,120 48.5

（注）包括利益 2021年3月期　　1,586百万円 （641.6％） 2020年3月期　　213百万円 （△49.7％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 42.88 ― 1.6 1.3 1.6

2020年3月期 145.97 ― 5.4 4.2 4.5

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 38,577 21,792 56.2 2,824.02

2020年3月期 46,696 20,687 44.1 2,681.62

（参考） 自己資本 2021年3月期 21,680百万円 2020年3月期 20,589百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 3,300 △551 △4,481 6,889

2020年3月期 △580 △442 4,510 8,625

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― ― ― 60.00 60.00 460 41.1 2.2

2021年3月期 ― ― ― 60.00 60.00 460 139.9 2.2

2022年3月期(予想) ― ― ― 60.00 60.00 76.8

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 9,500 △0.6 △700 ― △600 ― △600 ― △78.15

通期 27,000 9.2 600 53.7 750 32.6 600 82.2 78.15



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期 7,800,000 株 2020年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 122,838 株 2020年3月期 121,911 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 7,677,689 株 2020年3月期 7,678,395 株

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 20,097 △41.5 △145 ― 176 △89.1 109 △88.6

2020年3月期 34,373 4.7 1,306 130.8 1,610 72.3 958 48.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 14.24 ―

2020年3月期 124.86 ―

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 35,164 20,577 58.5 2,680.32

2020年3月期 44,369 19,878 44.8 2,588.99

（参考） 自己資本 2021年3月期 20,577百万円 2020年3月期 19,878百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達

成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及

び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に収束の兆しが見られないなか、徐々に

経済活動が再開され、一部の業界で持ち直しの動きが見られたものの、秋口からの感染再拡大もあり、企業の設備

投資の動きは弱く、メンテナンス費の抑制などもあり、依然として厳しい状況が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループは、テレワークやネット会議の活用に加え、出張の抑制など感染症発

生の未然防止に努めつつ、業績確保に向けた受注活動を工夫し、中国向けステンレス製造設備や中国向けフレキシ

ブルディスプレー関連精密塗工装置などの成約を得て、受注高は前期比105.6％の25,328百万円となりました。

売上面につきましては、国内鉄鋼向け省エネ型加熱炉や国内鉄鋼向け排ガス処理装置などを納入するとともに、改

造・メンテナンス案件の売上確保に注力しましたが、期初受注残高が少なかったことから、売上高は前期比64.9％

の24,718百万円に留まりました。

利益面につきましては、大幅な減収のなか原価、経費の低減に努めた結果、当初の損失予想からは改善し、営業

利益390百万円（前期比22.8％）、経常利益565百万円（前期比30.1％）、親会社株主に帰属する当期純利益329百万

円（前期比29.4％）となりました。

各分野別の概況は次のとおりです。

（エネルギー分野）

受注面では、中国向けステンレス製造設備や自動車部品熱処理設備、土壌浄化熱処理設備などの成約を得て、受

注高は18,436百万円（前期比106.8％）となりました。

売上面では国内鉄鋼向け省エネ型加熱炉や排ガス処理装置などを納入したほか、電池関連高温熱処理設備などの

工事が進捗しましたが、期初受注残高が少なく、売上高は18,990百万円（前期比59.8％）に留まりました。

（情報・通信分野）

受注面では、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置などの成約を得て、受注高は2,307百万円（前

期比118.8％）となりました。

売上面では、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置などを納入しましたが、期初受注残高が少な

かったこともあり、売上高は1,081百万円（前期比43.4％）に留まりました。

（環境保全分野）

受注面では、国内外の環境規制強化に対応した蓄熱式排ガス処理装置などの成約を得て、受注高は2,560百万円

（前期比103.7％）となりました。

売上面では、蓄熱式排ガス処理装置などの納入やメンテナンス案件の確保で、売上高は2,644百万円（前期比

124.5％）と増加しました。

（その他）

受注面では、海外子会社において、中国向けモータコア焼鈍炉などの成約を得て、4,689百万円（前期比101.9

％）となりました。売上面では、中国向け蓄熱式排ガス処理装置などを納入し、売上高は4,323百万円（前期比

108.9％）となりました。

なお、セグメント別の受注高及び売上高はセグメント間取引相殺消去前の金額によっております。

（２）当期の財政状態の概況

資産合計は現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比8,118百万円減少の38,577百万円とな

りました。

負債合計は買掛金や短期借入金の減少などにより、前期末比9,223百円減少の16,785百万円となりました。

純資産合計はその他有価証券評価差額金の増加などにより、前期末比1,104百万円増加の21,792百万円となり、自

己資本比率は56.2％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による資金の減少はあったものの、売上債権の減少など

により3,300百万円の資金の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産券の取得による支出などにより、551百万円

の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより、4,481百万円の資金の減少となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、1,735百万円減少の6,889百万円となりました。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展に伴い、経済活動に持ち直しの動きが

期待されるものの、変異ウイルスの流行による感染再拡大の懸念もあり、先行き不透明な状況が続くと想定されま

す。

このような事業環境のもと、当社グループは、感染症の拡大防止に努めつつ、省エネ、ＣＯ２削減、再生可能エ

ネルギー関連設備などで、政府が発表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に貢献すべく、

水素やアンモニア燃焼など多彩な技術力・開発力と人材育成の強化を進めてまいります。

また、製造業のものづくりに不可欠な「熱技術」を、環境、脱炭素、省人化、ＡＩ・ＩｏＴの活用や自動車の電

動化・軽量化など社会のニーズに合わせて進化させるとともに、納入設備のライフサイクルに合わせたメンテナン

ス体制の拡充を継続し、受注・売上の増加を図ってまいる所存です。

以上により、2022年３月期の連結業績につきましては、受注高300億円、売上高270億円、営業利益6億円、経常利

益7億5千万円、親会社株主に帰属する当期純利益6億円を見込んでおります。

なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

分野別の受注高、売上高の通期見通しは以下の通りです。

　（単位：百万円）

受注高 売上高

エネルギー分野 24,600 19,800

情報・通信分野 1,200 2,800

環境保全分野 2,500 2,500

その他 4,200 4,400

相殺消去 △2,500 △2,500

合計 30,000 27,000

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は日本基準を適用しております。

ＩＦＲＳの適用につきましては、わが国における制度適用の状況等を考慮の上、適切に対応していく方針です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,658 6,922

受取手形及び売掛金 26,941 18,970

有価証券 - 199

未成工事支出金等 1,619 1,411

その他 109 117

貸倒引当金 △7 △5

流動資産合計 37,320 27,616

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,132 6,115

減価償却累計額 △4,387 △4,495

建物及び構築物（純額） 1,745 1,620

機械装置及び運搬具 1,916 2,161

減価償却累計額 △1,598 △1,718

機械装置及び運搬具（純額） 317 443

土地 2,090 2,090

建設仮勘定 166 -

その他 1,130 1,122

減価償却累計額 △912 △914

その他（純額） 218 207

有形固定資産合計 4,538 4,361

無形固定資産 149 377

投資その他の資産

投資有価証券 4,336 5,517

退職給付に係る資産 46 298

繰延税金資産 5 18

その他 325 415

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 4,687 6,222

固定資産合計 9,375 10,961

資産合計 46,696 38,577
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務 2,088 1,567

買掛金 10,545 5,556

短期借入金 9,300 4,800

未払法人税等 169 197

未成工事受入金 754 871

賞与引当金 289 227

工事損失引当金 0 1

その他 1,310 1,094

流動負債合計 24,457 14,316

固定負債

長期借入金 688 1,188

繰延税金負債 570 1,002

退職給付に係る負債 170 162

その他 121 116

固定負債合計 1,551 2,468

負債合計 26,008 16,785

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 12,309 12,178

自己株式 △252 △254

株主資本合計 19,777 19,644

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 934 1,977

繰延ヘッジ損益 0 8

為替換算調整勘定 24 20

退職給付に係る調整累計額 △147 28

その他の包括利益累計額合計 812 2,035

非支配株主持分 98 111

純資産合計 20,687 21,792

負債純資産合計 46,696 38,577
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 38,090 24,718

売上原価 31,787 20,048

売上総利益 6,302 4,670

販売費及び一般管理費 4,591 4,280

営業利益 1,711 390

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 157 166

受取賃貸料 57 53

雑収入 21 15

営業外収益合計 237 238

営業外費用

支払利息 54 50

為替差損 12 5

雑損失 6 6

営業外費用合計 73 62

経常利益 1,875 565

特別損失

減損損失 123 38

投資有価証券評価損 51 -

特別損失合計 174 38

税金等調整前当期純利益 1,701 527

法人税、住民税及び事業税 331 158

法人税等調整額 211 4

法人税等合計 542 162

当期純利益 1,158 364

非支配株主に帰属する当期純利益 37 35

親会社株主に帰属する当期純利益 1,120 329
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 1,158 364

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △797 1,042

繰延ヘッジ損益 △2 8

為替換算調整勘定 △5 △6

退職給付に係る調整額 △139 175

その他の包括利益合計 △944 1,221

包括利益 213 1,586

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 176 1,552

非支配株主に係る包括利益 37 33
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,176 1,544 11,649 △251 19,118

当期変動額

剰余金の配当 △460 △460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,120 1,120

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 660 △1 659

当期末残高 6,176 1,544 12,309 △252 19,777

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,732 2 28 △7 1,756 80 20,955

当期変動額

剰余金の配当 △460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,120

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△797 △2 △4 △139 △944 17 △926

当期変動額合計 △797 △2 △4 △139 △944 17 △267

当期末残高 934 0 24 △147 812 98 20,687
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,176 1,544 12,309 △252 19,777

当期変動額

剰余金の配当 △460 △460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
329 329

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - △131 △1 △132

当期末残高 6,176 1,544 12,178 △254 19,644

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 934 0 24 △147 812 98 20,687

当期変動額

剰余金の配当 △460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
329

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,042 8 △3 175 1,223 13 1,237

当期変動額合計 1,042 8 △3 175 1,223 13 1,104

当期末残高 1,977 8 20 28 2,035 111 21,792
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,701 527

減価償却費 368 360

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △2

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の
増減額

△21 △1

工事損失引当金の増減額（△は減少） △0 1

受取利息及び受取配当金 △159 △169

支払利息 54 50

投資有価証券評価損益（△は益） 51 -

減損損失 123 38

売上債権の増減額（△は増加） △1,801 7,972

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △22 213

仕入債務の増減額（△は減少） △385 △5,513

未成工事受入金の増減額（△は減少） 111 110

その他 △147 △261

小計 △141 3,324

利息及び配当金の受取額 159 169

利息の支払額 △55 △58

法人税等の支払額 △542 △135

営業活動によるキャッシュ・フロー △580 3,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △195 △264

無形固定資産の取得による支出 △49 △178

投資有価証券の売却による収入 7 -

投資有価証券の取得による支出 △154 △4

その他 △51 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △442 △551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,992 △4,000

長期借入れによる収入 400 900

長期借入金の返済による支出 △400 △900

配当金の支払額 △460 △460

非支配株主への配当金の支払額 △19 △19

自己株式の取得による支出 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,510 △4,481

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,488 △1,735

現金及び現金同等物の期首残高 5,137 8,625

現金及び現金同等物の期末残高 8,625 6,889
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　 １ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、その構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社及び子会社中外エンジニアリング㈱は、エネルギー分野（主に鉄鋼、自動車、非鉄金属、電池製造関連）、

情報・通信分野（主に精密塗工・乾燥関連）、環境保全分野（主に大気浄化、廃棄物処理・リサイクル関連）の

３分野の別に事業部等を設置し、事業活動を展開しております。従って、これらの３分野を報告セグメントとし

ております。なお、その他の子会社の事業につきましては「その他」に含めております。

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

エネルギー
分野

情報・通信
分野

環境保全
分野

計

売上高

外部顧客への売
上高

31,404 2,494 1,905 35,804 2,285 38,090 － 38,090

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

353 － 218 572 1,686 2,258 △2,258 －

計 31,757 2,494 2,124 36,377 3,971 40,348 △2,258 38,090

セグメント利益
又は損失(△)

1,775 △379 10 1,406 250 1,656 54 1,711

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

エネルギー
分野

情報・通信
分野

環境保全
分野

計

売上高

外部顧客への売
上高

18,530 1,081 2,281 21,893 2,825 24,718 － 24,718

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

460 － 362 823 1,497 2,320 △2,320 －

計 18,990 1,081 2,644 22,716 4,323 27,039 △2,320 24,718

セグメント利益
又は損失(△)

414 △572 201 42 319 362 27 390
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,681.62円 2,824.02円

１株当たり当期純利益 145.97円 42.88円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,120 329

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万
円)

1,120 329

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,678 7,677

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）受注及び販売の状況

　①売上高

　（単位：百万円）

　 前連結会計年度 当連結会計年度
増減

部 門 2019年4月～2020年3月 2020年4月～2021年3月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 31,757 83.4 18,990 76.8 △12,767

情報・通信 2,494 6.5 1,081 4.4 △1,413

環境保全 2,124 5.6 2,644 10.7 520

その他 3,971 10.4 4,323 17.5 352

相殺消去 △2,258 △5.9 △2,320 △9.4 △62

合 計 38,090 100.0 24,718 100.0 △13,372

（うち、海外） (5,927) (15.6) (5,200) (21.0) (△727)

　

　②受注高

　（単位：百万円）

　 前連結会計年度 当連結会計年度
増減

部 門 2019年4月～2020年3月 2020年4月～2021年3月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 17,260 71.9 18,436 72.8 1,176

情報・通信 1,942 8.1 2,307 9.1 365

環境保全 2,468 10.3 2,560 10.1 92

その他 4,602 19.2 4,689 18.5 87

相殺消去 △2,286 △9.5 △2,665 △10.5 △379

合 計 23,987 100.0 25,328 100.0 1,341

（うち、海外） (6,619) (27.6) (8,122) (32.1) (1,503)

　③受注残高

　（単位：百万円）

　 前連結会計年度 当連結会計年度
増減

部 門 2019年4月～2020年3月 2020年4月～2021年3月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 13,036 75.7 12,482 69.9 △554

情報・通信 724 4.2 1,950 10.9 1,226

環境保全 1,243 7.2 1,159 6.5 △84

その他 2,638 15.3 3,030 17.0 392

相殺消去 △418 △2.4 △766 △4.3 △348

合 計 17,223 100.0 17,856 100.0 633

（うち、海外） (4,244) (24.6) (7,189) (40.3) (2,945)
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（２）役員の異動

2021年６月23日付

・退任予定代表取締役

代表取締役会長 西 本 雄 二 相談役に就任予定

・新任監査役候補者

監査役（常勤） 南 場 賢一郎 ［現 常務取締役］

監査役（常勤） 荒 木 俊 也 ［現 顧問］

・退任予定取締役

常務取締役 南 場 賢一郎 監査役に就任予定

取 締 役 藤 田 和 久 顧問に就任予定

・退任予定監査役

監査役（常勤） 池 山 郁 也 顧問に就任予定

　

　


